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 第２回福岡市道路整備懇談会の振り返りについて 
福岡市道路整備 
アクションプラン 新 

■第２回福岡市道路整備懇談会で頂いた主な意見とその対応について 

主な意見の要旨 対応 

記載内容について  

・P5では大地震発生への備えが必

要、P6では激甚化する気象災害へ

の備えが必要となっているが、両

方大事なことなので、両方記載した

方が良いのでは。 

 

・P6、P7に記載の「ビッグデータな

ども活用した・・」という表現では限

定的な表現に感じるので、包括的

な表現に見直した方が良いので

は。 

・国の表現に合わせて、「大地震や激甚化・頻発化する自然災害」に修

正します。 

 

 

 

 

・主要施策については、「効率的・効果的な交通安全対策」に修正しま

す。 

また、ビッグデータなどの活用については、柱及び主要施策の説明の

中に記載します。 

道路に関する要望について 

・健常者と障がい者や高齢者が分

離され、それぞれが使いやすいタ

クシー乗り場を検討してほしい。 

 

・エレベーターの設置位置が分か

る案内表示板の設置を検討してほ

しい。 

 

・学校周辺の横断歩道の設置場所

について、子供が安全で利用しや

すい場所に設置してほしい。 

 

・使いやすい路外駐輪場を確保す

ることが重要であるため、附置義

務条例などを活用し、路外駐輪場

を確保する内容を記載した方が良

いのでは。 

 

・路外駐輪場については、具体的

な施策の記載は難しいと思うので、

背景やバックグラウンドの部分に

「路外の駐輪場が附置義務などで

整備が進んでいるので、それに合

わせて・・・」などを記載しても良い

のでは。 

 

・新たなタクシー乗り場の確保には、道路交通法上の規制などの制約が

あるため、交通管理者と協議し検討したい。 

 

 

・駅周辺では案内表示板を設置しているが、関係部署と検討を行い設置

場所などについて工夫していきたい。 

 

 

・横断歩道は交通管理者の管轄となっており、設置場所については人が

滞留できる空間の確保など、物理的な条件があり、土地の確保が難しい

場合もあるため、交通管理者などと連携して対応を進めて行きたい。 

 

 

 

 

 

・民間が設置する路外駐輪場、いわゆる附置義務駐輪場については、

官民で統一した駐輪場案内サインや短時間駐輪の無料化など、使いや

すい駐輪場の整備を促します。 

 

 

 

 

 
  

 

主な意見の要旨 対応 

新型コロナウイルス感染症対策について 

・新型コロナウイルス感染症対策

の取り組みとして、テラス営業が道

路上でできるようになったことなど、

具体的な取り組みを記載した方が

良いのでは。 

 

・具体的な施策として盛り込むこと

は難しいと思うが、計画の最初の

文章に、新型コロナウイルス感染

症対策の状況を見据えながら柔軟

に対応していくなどの記載をして

は。 

 

・国の方では、歩行者利便増進道

路などの制度が策定されており、

福岡市においても道路占用の適正

化の中で新たな使い方を検討して

ほしい。 

 

 

 

 

・道路占用許可基準の緩和による道路上でのテラス営業の取り組みに

ついては、期限付きの特例措置であるため、新型コロナウイルス感染症

対策への対応は、新しい計画を考えていく上での前提条件として検討し

たい。 

 

 

 

 

 

 

・歩行者利便増進道路制度については、道路空間を街の賑わいづくりに

活用できるなど、道路への新しいニーズに対応できることから、道路空

間の活用について検討したい。 

 

 

 

  

１ 

資料１ 





 

 

 主要施策の説明 
福岡市道路整備 
アクションプラン 新 

市民に身近な道路の安全性を高めるために、路面標示や区画
線、防護柵の設置、外側線による狭さくやクランクなどによ
り、通過交通の抑制を図るなど、交通安全対策を進めます。
また、ビッグデータなどを活用し、潜在的な危険箇所を特定
することで、事故を未然に防ぐ対策についても取り組みま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ビジョン１：ユニバーサル都市 ・ 福岡を実現する道づくり 

 １ 人に優しい道づくり 

■道路のバリアフリー化 ■総合交通体系の構築を支える道路整備 

■効率的・効果的な交通安全対策 

■バス利用環境の改善（バス停上屋・ベンチの設置） 

高齢者や身体障がい者への支援などの観点から、バリアフリ
ー重点整備地区内の生活関連経路上などにおいて、上屋とベ

ンチの設置を進めます。 

■放置自転車対策 

（駐輪場の確保，モラル・マナーの啓発，放置自転車の撤去）  

■使いやすい駐輪場の確保にあわせた路上駐輪場の段階的な廃止 

IoTを活用したリアルタイム空き状況の提供やキャッシュレス
化への対応など、使いやすい駐輪場の整備を進めていき，民
間の附置義務駐輪場についても、利便性の確保を促します。
また、公共や民間の路外駐輪場確保にあわせて、暫定で整備
している路上駐輪場を段階的に廃止し、良好な歩行空間の確
保に努めます。 

■自転車通行空間のネットワーク強化 

子どもや高齢者、障がい者をはじめ、誰もが安心して
歩けるよう、ユニバーサルデザインに基づいた道路の
バリアフリー化などを進めるとともに、従来の手法に
加えて、ビッグデータなどを活用した効率的・効果的
な交通安全対策に取り組みます。 

 ２ 公共交通を活かす道づくり 
車から公共交通への利用転換を促し、道路交通混雑の
緩和を図るため、車に依存することなく、誰もが安心
して移動できるよう、総合交通体系の構築を支える道
路整備やバス利用環境の改善などを進めます。 

 ３ 自転車と共生する道づくり 
歩行者の安全を確保しながら、自転車、自動車など、
誰もが安全で快適に移動できるよう、自転車通行空間
の整備や放置自転車対策などを進めます。 

全ての人々が社会参加に向けて安全で快適に移動できるよ
う、ユニバーサルデザインに基づいた道路のバリアフリー化
などを進めるとともに、バス停やタクシー乗り場では、乗降
がしやすくなるよう、公共交通機関との連携にも取り組みま
す。特に、多数の高齢者、障がい者の移動が通常徒歩で行わ
れる特定道路については、優先的に取り組みを進めます。 

ユニバーサルデザインの理念に基づき、誰もが思いやりをもち、すべての人にやさしいまちの実現を目指し、すべての人が安全で快適に利用できるよう、道路のバリアフリー化などを進めます。 

参考：国土交通省HP 

（https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/keikaku.html） 
路上駐輪場撤去前（博多駅地区） 

バーコード決済 

交通系ICカード決済 

サンプル 

キャッシュレス化に対応した精算機 

路上駐輪場撤去後（博多駅地区） 

児童や未就学児など、誰もが安心して歩けるよう歩行空間の
整備を進めます。特に、地域住民の健康づくりやコミュニテ
ィづくりの場として活用されている小学校周辺の道路につい
ては、優先的に取り組みます。また、「福岡市通学路交通安
全対策プログラム」に基づき、学校、保護者、地域、各関係
機関が連携・協力し、引き続き、通学路の安全対策を実施し
ます。 

鉄軌道や基幹的なバスによる公共交通幹線軸とバス路線網が
相互に連携した「分かりやすく使いやすい公共交通体系づく
り」に向けて、関係機関と連携しながら、公共交通幹線軸の
形成や拠点駅等でのバスや鉄道の乗継利便性を高める道路整
備などに取り組みます。 

歩行者と自転車の接触事故の低減を図るため、幹線道路での
自転車通行空間の整備に取り組みます。また、さらなる自転
車通行空間のネットワーク化に努めます。 

歩行者や車いすなどの安全な通行の確保や、都市景観の向上
を図るために、①「駐輪場の確保」、②「モラル・マナーの
啓発」、③「放置自転車の撤去」の３項目を柱とした取り組
みを進めます。 

３ 

■誰もが安心して歩ける歩行空間の整備や通学路の安全対策 

資料２ 



 

 

 主要施策の説明 
福岡市道路整備 
アクションプラン 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経済活動を支える道づくり 
九州・アジアにおける「人・物」の広域交通・連携を
支えるため、経済活動や物流・交流を支える幹線道路
の整備などを進めます。 

FUKUOKAを楽しむ道づくり 
誰もが福岡に魅力を感じ、安心して楽しく回遊できる
よう、賑わい空間の形成や来訪者をもてなす道路整
備・活用を進めます。 

まちづくりや多様なモビリティに対応した道づくり 
都市の活力や市民生活の核となる拠点づくりを支える
ため、まちづくりと連携した道路空間の整備や民間開
発などの機会を捉えた道路空間の整備、活用、維持管
理を進めるとともに、多様なモビリティに対応した道
路空間の検討に取り組みます。 

■自動車専用道路の整備 ■誰もが歩きたくなる歩行空間の整備・活用 ■拠点のまちづくりと連携した道路空間の整備 

都心部や都市の成長を推進する活力創造拠点、市民生活の核
となる広域拠点や地域拠点などにおいて、拠点の特性に応じ
たまちづくりを進めるため、拠点の魅力や集客力の向上、交
通円滑化に向け、まちづくりと連携した道路空間の整備を進
めます。 

■幹線道路の整備 

■ボトルネック箇所の改善（交差点改良やバス停カットの整備など） 

■連続立体交差事業の推進 

■沿道景観と調和した道路空間の整備 

■わかりやすい道案内への取り組み 

（都市サインの設置や道路案内標識の英語表記の改善など） 

■民間ビル等の建替えと一体となった道路空間の整備・活用・維持管理 

■駐車施策の推進 

■多様なモビリティに対応した道路空間の検討 

電動キックボードや自動運転バスなど、新たなモビリティに
対応した道路空間の検討に取り組みます。 

電動キックボード 自動運転バス 

ビジョン２：都市の魅力に磨きをかける道づくり 

 ４  ５  ６ 

都心部を中心とした高度な都市機能と、国際交流のゲートウェイにふさわしい充実した港湾・空港機能などを有する、国際競争力の高い都市として、九州・アジアを牽引するため、物流・交流を支える道路整備

をはじめ、都心部や活力創造拠点、市民生活の核となる広域拠点や地域拠点などの機能強化を支える道路整備を進めます。また、多様化するモビリティに対応するため、道路空間の検討に取り組みます。 

市域内の拠点間の連携強化や、周辺市町との広域交流・連携
のため、交通の円滑化を図るとともに、生活道路や通学路に
流入する通過交通の排除を図るため、幹線道路の整備を進め
ます。 

交通の円滑化を図るため、渋滞が著しい交差点の改良や、既
存のバス路線におけるバス停カットの整備などに取り組みま
す。 

踏切による交通渋滞や事故を解消し、鉄道によって分断され
た地域を一体化するなど、交通の円滑化と良好な住環境を形
成するため、西鉄天神大牟田線雑餉隈駅付近において、連続
立体交差事業（鉄道高架化）を進めます。 

都心部の核となる天神・渡辺通、博多駅周辺、ウォーターフ
ロントの３地区が相互に連携するよう、回遊機能の強化を進
めます。また、地域の賑わい・交流の場の創出や道路空間の
質の維持・向上を図るため、国の制度などを踏まえ、道路空
間の活用について検討に取り組みます。 

美しく良好な都市環境を創造し、観光振興や地域活性化など
を図るため、地域と行政が一体となって、歴史的建造物との
調和、賑わいの創出など、地域の個性を生かした道路の美装
化や無電柱化など、道路空間の景観整備を進めます。 

公共施設や観光施設などを訪れる来訪者にわかりやすい道案
内を行うとともに、福岡市をイメージした色彩により、個性
的な都市景観の形成を図るため、都市サインの設置に取り組
みます。また、道路案内標識が外国人旅行者にもわかりやす
いものとなるよう、新設または更新時に、英語表記の改善に
取り組みます。 

民間ビル等の建替えの機会
を捉え、沿道の商業施設等
と連携し、民有地と一体と
なった道路空間の整備や活
用、維持管理を官民共働に
より推進します。 

都心部の機能更新が進むことに伴い増加する自動車流入を抑
制するため、駐車場の隔地化や集約化を進めるとともに、都
心周辺部での駐車場を活用し、官民連携して取り組みます。 資料：「多様なニーズに応える道路空間」のあり方に関する検討会について 

    2040年、道路の景色が変わる（国土交通省） 

整備のイメージ 

天神通線（北側工区）整備イメージ 

 

福岡空港の滑走路増設などの機能強化と連動し、本市南部地
域や太宰府方面から空港へのアクセス強化などを図るため、
都市高速道路３号線の延伸事業に取り組みます。 

 

４ 

資料２ 



 

 

 主要施策の説明 
福岡市道路整備 
アクションプラン 新 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緊急輸送道路の整備 ■道路施設 ・ 橋梁の計画的補修による長寿命化 

■無電柱化の推進 

■狭あい道路拡幅整備の推進 

■道路の効率的 ・ 戦略的な維持管理 

道路を安心して安全に利用できるよう、日常パトロールや路
面下空洞調査などを実施し、破損箇所の早期補修や、陥没の
未然防止に努めます。また、ICTや地理空間情報の活用や、点
検結果や調査箇所などの情報を統合した、劣化の傾向や優先
度の分析に加え、ドローンなどの新技術を活用した点検の検
討を行うなど、維持管理の効率化と高度化を図り、戦略的な
維持管理を行います。 

■排水性舗装・透水性舗装の整備 

■道路緑化 

■道路照明灯のLED化 

■市民等との共働による道路環境の保全 

■道路利用の適正化 ■防犯灯のLED化の促進 

ビジョン３：市民のくらしを守る道づくり 

災害に強い道づくり 
災害時においても必要な「人・物・情報」のネットワ
ークを確保し、市民の安全・安心を保つため、緊急輸
送道路の整備や無電柱化などを進めます。 

次世代に繋ぐ道づくり 

生活に欠かせない「道路」を将来にわたって安心して
安全に利用できるよう、定期点検や予防保全による維
持管理を進めるとともに、ICTや地理空間情報およびド
ローンなどの活用を検討し、効率的・戦略的な維持管
理に取り組みます。 

環境に配慮した道づくり 
地球温暖化の防止や大気環境の改善、道路交通騒音の
低減など、環境への負荷を減らすため、道路照明灯の
LED化や環境に配慮した舗装の整備などを進めます。 

 ７  ８  ９ 

大地震や激甚化・頻発化する自然災害に備えるととともに、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化が進行していることから、防災・減災に資する道路整備や道路の適正な維持管理を進めます。また、市民や企

業と共働し、道路の安全・安心をみんなで守る取り組みを進めます。 

みんなで守り育む道づくり 

道路への関心と愛着を育み、地域住民や企業等と行政の共働による安全・安心なまちを創るため、防犯灯設置への助成
や、市民による定期的な清掃、見守り、花壇づくりなどの道路の保全活動を促進するとともに、道路に関する情報提供な
ど、広報・広聴の強化に取り組みます。 
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■広報・広聴の強化 

地震や台風などの災害時において、円滑な人命救助や物資輸
送路の確保を目的として、緊急輸送道路の整備（拡幅、橋梁
の耐震補強など）を進めます。 

地震や台風などの災害時に、電柱倒壊による道路遮断の防止
や、電力・通信網の切断被害の軽減などを図るため、「福岡
市無電柱化推進計画」に基づき、緊急輸送道路や生活関連経
路において無電柱化を進めるとともに、整備コストの削減に
向け、国や電線管理者などと連携して、低コスト手法の検討
に取り組みます。 

市民に密着した生活道路において、交通安全や防災上支障とな
っている幅員４．０ｍ未満の狭あいな道路を解消するため、
４．０ｍ迄の拡幅に必要な用地については寄付を受け、道路の
拡幅整備を行います。 

老朽化する道路施設・橋梁の長寿命化と財政負担の低減・平
準化を図るため、「道路施設個別施設計画」や「橋梁長寿命
化修繕計画」などに基づき、定期点検や予防保全対策などに
取り組みます。 

二酸化炭素の排出量や電力使用量の削減、電球の長寿命化に
よる維持管理費の削減などを図るため、道路照明灯のLED化
などを進めます。 

幹線道路における車道部では、道路交通騒音の低減などの効
果がある排水性舗装を、歩道部では、雨水を地下へ浸透させ
る透水性舗装の整備を進めます。 

道路を緑化することにより、防音効果や粉塵吸着作用などに
よる沿道の環境改善だけでなく、生物の生息空間の拡大やヒ
ートアイランド現象の緩和を図るため、歩道などの有効幅員

を確保したうえで、街路樹の整備を進めます。 

地域の防犯性の向上に寄与し、生活道路の均一な照度確保や
管理する町内会等の負担軽減を図るため、補助金を活用した
防犯灯のLED化を促進します。 

地域住民や企業などボランティアグループとの共働により、
定期的な道路清掃や見守り、花壇づくりなど、道路環境の保
全に取り組みます。また、道路の美化や交通安全活動などに
取り組んでいる個人・団体を表彰することで、道路環境の保

全活動を奨励し、市民の関心を高めていきます。 

道路の通行阻害や都市景観の悪化を引き起こしている、のぼ
り旗や置き看板など不法占用物件への対策を進めます。 

福岡市ホームページや市政だよりの活用、報道機関などによ
り道路に関する情報の提供やＰＲを行うとともに、市民の声
を聞きながら道路行政を進めます。 

資料：無電柱化の推進に関する最近の取組   （国土交通省 H30.3） 

５ 

資料２ 



未整備の都市計画道路における整備区間の評価の考え方について

○今後４年間において、新たに整備に着手する区間については、下記の手順により選定することを検討しています。

福岡市広域都市計画道路 未整備（概成含む）区間
129区間 約81ｋｍ

未整備区間 53区間 約35ｋｍ 事業中区間・国直轄区間 等 76区間 約46km

事業効果による評価
各観点からの評価や地域の実情による評価【別紙のとおり】

令和3年度～令和6年度の間に着手及び調査検討する区間の決定 評価対象外

新
福岡市道路整備
アクションプラン

資料３

６

福岡市広域都市計画道路延長 約505ｋｍ

整備済延長 約424km
（整備率84％）

財政フレーム 等



【評価の考え方】 事業効果による評価の考え方は次のとおりです。

未整備の都市計画道路における整備区間の評価の考え方について新
福岡市道路整備
アクションプラン

資料３

７

〇未整備の都市計画道路における整備路線選定の考え方
ビジョン 柱と主要施策 評価の観点 評価の主な項目

①人に優しい道づくり

・道路のバリアフリー化

・誰もが安心して歩ける歩行空間の整備や通学路の安全対策

・効果的・効率的な交通安全対策

歩行者の利用を

支援する道路整備
・小学校や保育施設等周辺の安全性向上 など

②公共交通を活かす道づくり

・総合交通体系の構築を支える道路整備

・バス利用環境の改善

公共交通を支援する道路整備 ・地下鉄・JR・西鉄駅へのアクセス性向上 など

④経済活動を支える道づくり

・幹線道路の整備

都心部の活性化を

支援する道路整備
・都心部の回遊性向上や交通混雑の緩和 など

④経済活動を支える道づくり

・自動車専用道路の整備

・幹線道路の整備

都市の骨格となる

幹線道路の整備
・福岡市都市基本計画における都市軸の形成 など

④経済活動を支える道づくり

・幹線道路の整備

環境に配慮した自動車交通の

円滑化を支援する道路整備
・主要渋滞箇所や交通混雑の緩和・解消 など

④経済活動を支える道づくり

・幹線道路の整備

ビ
ジ
ョ

ン
３

市
民
の
く
ら
し

⑦災害に強い道づくり

・緊急輸送道路の整備

都市計画道路の現況の評価 ・都市計画決定からの経過年数 など

他局や他都市との共同事業 ・整備計画期間内で他局や他都市との共同事業 など

地域の実情調査 ・現況における交通課題 など

ビ
ジ
ョ

ン
１

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
都
市
・

福
岡

ビ
ジ
ョ

ン
２

都
市
の
魅
力

都市の防災に寄与する道路整備 ・緊急輸送道路ネットワークの形成 など

全
ビ
ジ
ョ

ン

共
通
事
項



  今後のスケジュールについて

本懇談会でいただいたご意見を参考に，引き続き，関係部局と調整し，新しい道路整備ア
クションプランの原案を策定し，原案に盛り込む「令和８年度までの道路整備に係る基本的な
考え方」や，「それらを実現するための今後４年間（R３～６年度）の主要施策」について
は，令和２年度冬頃に，議会や市民の皆様の意見を頂戴した上で，令和２年度末の策定
を目指しております。
本懇談会は，今回で一応の区切りとなりますが，策定の進捗状況等については，適宜,報
告させていただきますので，今後とも，ご助言等を賜りますよう，お願い申し上げます。

アクションプラン2020のふりかえり

８

資料４

福岡市を取り巻く状況 アンケートによる市民ニーズ

道路整備の基本的な考え方（案）
～３つのビジョンと１０の柱

懇談会での意見

道路整備の進捗状況

新しい道路整備アクションプラン

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

令和元年度 令和３年度

4～6月

令和２年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

プラン検討

福岡市道路整備
懇　談　会

議会報告

基本的な考え方や施策等の検討・整理

着手 検討状況 策定検討状況

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

■ 検討の方向性

■ スケジュール

令和８年度までの道路整備の基本的な考え方（案）

（３つのビジョンと１０の柱）

（仮称）福岡市道路整備アクションプラン２０２４

～主要施策・成果指標・整備路線～

懇談会での意見

5/29 7/27 11/6

公表

成案
作成
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